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1 さだの辞書 さだまさし著 岩波書店 日本文芸書 4/10

2 社会とことば ( 井上ひさし発掘エッセイ・セレクション１) 井上ひさし著 岩波書店 日本文芸書 4/10

3 陶酔と覚醒 ( 沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉３) 沢木耕太郎著 岩波書店 日本文芸書 4/12

4 ないものねだりの君に光の花束を 汐見夏衛著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/30

5 事件持ち 伊兼源太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/30

6 クロス 山下紘加著 河出書房新社 日本文芸書 4/10

7 おおきな森 古川日出男著 講談社 日本文芸書 4/21

8 修羅の家 我孫子武丸著 講談社 日本文芸書 4/13

9 立花三将伝 赤神諒著 講談社 日本文芸書 4/27

10 星に仄めかされて 多和田葉子著 講談社 日本文芸書 5/中

11 イエロー・サブマリン　東京バンドワゴン 小路幸也著 集英社 日本文芸書 4/22

12 パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原ひとみ著 集英社 日本文芸書 4/21

13 赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井光太著 小学館 日本文芸書 4/14

14 旅のつばくろ 沢木耕太郎著 新潮社 日本文芸書 4/22

15 あの日の交換日記 辻堂ゆめ著 中央公論新社 日本文芸書 4/17

16 あしたの華姫 畠中恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/27

17 濱地健三郎の幽（カクレ）たる事件簿 有栖川有栖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/27

18 魔女たちは眠りを守る 村山早紀著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/14

19 告解 薬丸岳著 講談社 日本文芸書 4/20

20 ダーク・ブルー 真保裕一著 講談社 日本文芸書 4/上

21 カケラ 湊かなえ著 集英社 日本文芸書 5/中

22 逆ソクラテス 伊坂幸太郎著 集英社 日本文芸書 4/21

23 銀花の蔵 遠田潤子著 新潮社 日本文芸書 4/24

24 スノードロップ 島田雅彦著 新潮社 日本文芸書 4/24

25 迷宮の月 安部龍太郎著 新潮社 日本文芸書 4/17

26 輪舞曲 朝井まかて著 新潮社 日本文芸書 4/17

27 四神の旗 馳星周著 中央公論新社 日本文芸書 4/17

28 江戸の夢びらき 松井今朝子著 文藝春秋 日本文芸書 4/22

29 駆け入りの寺 澤田瞳子著 文藝春秋 日本文芸書 4/23

30 木になった亜沙 今村夏子著 文藝春秋 日本文芸書 4/2

31 空の声 堂場瞬一著 文藝春秋 日本文芸書 4/8

32 猫を棄てる　父親について語るとき 村上春樹著 文藝春秋 日本文芸書 4/21

33 バスへ誘う男 西村健著 実業之日本社 日本文芸書 4/1

34 ビルマに見た夢 古処誠二著 双葉社 日本文芸書 4/20

35 誰も気づかなかった 長田弘著 みすず書房 日本文芸書 5/1

36 焦眉　警視庁強行犯係・樋口顕 今野敏著 幻冬舎 日本文芸書 4/14

37 逃亡者 中村文則著 幻冬舎 日本文芸書 4/14

38 夜の森の騎士 篠田節子著 光文社 日本文芸書 4/20

39 法の雨 下村敦史著 徳間書店 日本文芸書 4/27

40 暗鬼夜行 月村了衛著 毎日新聞出版 日本文芸書 4/15

41 サークル・ゲーム　 マーガレット・アトウッド著/出口菜摘訳彩流社 外国文芸書 5/上

42 パトリックと本を読む ミシェル・クオ著/神田由布子訳白水社 外国文芸書 4/17

43 セヘルが見なかった夜明け ※英国ＰＥＮ賞受賞作品 セラハッティン・デミルタシュ著/鈴木麻矢訳早川書房 外国文芸書 4/2

44 オルガ ( 新潮クレスト・ブックス) ベルンハルト・シュリンク著/松永美穂訳新潮社 外国文芸書 4/24

45 あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット著/吉澤康子訳東京創元社 外国文芸書 4/17

46 最悪の館 ※ハヤカワ・ミステリ／２０１９年度アンソニー賞オリジナルペイパーバック部門受賞作品ローリー・レーダー＝デイ著/岩瀬徳子訳早川書房 外国文芸書 4/1

47 イエスの学校時代 Ｊ・Ｍ・クッツェー著/鴻巣友季子訳早川書房 外国文芸書 4/15

48 切り花を２週間長もちさせる　はじめての花との暮らし 谷川文江著 家の光協会 くらしの実用書 4/13

49 少量でおいしい　ジッパー袋でかんたん　季節の保存食 榎本美沙著 家の光協会 くらしの実用書 4/13
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50 不思議なお菓子レシピ　サイエンススイーツ 太田さちか著 インプレス くらしの実用書 4/17

51 いつも卵があるといい　朝も昼も、夜も。 堤人美著 グラフィック社 くらしの実用書 4/3

52 ホワイトリカー、ウイスキー、ウォッカなどでおいしくつくる 果実酒・薬用酒２００　　　　　　　　　　　　　　　　　果実酒・薬用酒２００福光佳奈子著 秀和システム くらしの実用書 5/中

53 布で作る　かわいいお財布　ミニ財布からお財布ショルダーまで 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 4/30

54 事業者必携　入門図解　会社の終わらせ方・譲り方 【解散清算・Ｍ＆Ａ・事業承継】の法律と手続き実践マニュアル　　 武田守監修/松岡慶子監修三修社 ビジネス・くらしの経済4/21

55 今日から使える　ワークショップのアイデア帳　会社でも学校でもアレンジ自在な３０パターン　 松場俊夫著/広江朋紀著/東嗣了著/児浦良裕著翔泳社 ビジネス・くらしの経済4/9

56 ２時間でざっくりつかむ！中小企業の「就業規則」はじめに読む本（仮）　　 源田裕久著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済4/21

57 検証　財界　中西経団連は日本型システムを変えられるか 読売新聞経済部著 中央公論新社 ビジネス・くらしの経済4/17

58 「年金なんてもらえない」と思っている女子がやるべきこと 井戸美枝著 日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済4/22

59 よくわかる中小企業　本質・実態・政策 関智宏編著 ミネルヴァ書房 ビジネス・くらしの経済4/7

60 素敵に彩る　小さな庭づくり　ガーデニングの基本からＤＩＹまでＥ＆Ｇアカデミー著 西東社 すまい・住宅・建築4/15

61 農家が教える　痛快キノコつくり 農文協編 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築4/24

62 保健室の先生がお母さんに教える　小学生のための歯のはなし 渡邊真亀子著 ＷＡＶＥ出版 健康と家庭の医学4/15

63 シニアの高血圧　６０歳から、７５歳からの“見直し”高血圧対策( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 土橋卓也監修/ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学4/24

64 ＡＤＨＤの正体　その診断は正しいのか 岡田尊司著 新潮社 健康と家庭の医学4/15

65 子どもが自ら考え、動き出す　学ぶ環境のつくり方 深谷圭助著 池田書店 教育と福祉 4/16

66 ふきげんな子どもの育て方　どうして、いつもイヤイヤなの？( 岩崎書店の子育てシリーズ) 湯汲英史著/つぼいひろき絵岩崎書店 教育と福祉 4/21

67 知的障害／発達障害のある子の育て方 ( 健康ライブラリー ) 徳田克己監修/水野智美監修講談社 教育と福祉 4/21

68 障害のある子の住まいと暮らし 渡部伸著 主婦の友社 教育と福祉 4/22

69 子どもが学校に行きたくないと言ったら読む本 菅野純監修/あらいぴろよ絵主婦の友社 教育と福祉 4/8

70 事業者必携！　特定商取引法と消費者取引の法律知識 デイリー法学選書編修委員会編三省堂 くらしの法律 4/17

71 民法改正で変わる！　不動産賃貸借ビジネスの法律知識 デイリー法学選書編修委員会編三省堂 くらしの法律 4/17

72 ビジュアルテキスト環境法 上智大学環境法教授団編/北村喜宣ほか著有斐閣 くらしの法律 4/10

73 国立公園を旅する　日本語版 日本国際放送企画/ＮＨＫ出版編/環境省協力ＮＨＫ出版 歴史と紀行 4/24

74 コロンブスの秘密の図書館（仮） エドワード・ウィルソン・リー著/五十嵐加奈子訳柏書房 歴史と紀行 4/23

75 サガレン樺太　サハリン　境界を旅する 梯久美子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 歴史と紀行 4/22

76 アイヌをもっと知る図鑑　歴史を知り未来へつなぐ( 日本のこころ別冊太陽) 別冊太陽編集部編/北海道大学アイヌ・先住民研究センター協力平凡社 歴史と紀行 4/21

77 もっとお得にきっぷを買う　アドバイス５０ 蜂谷あす美著 山と溪谷社 歴史と紀行 4/13

78 一度は訪ねてみたい日本の水と土　先人達が築いた農の礎 日本水土総合研究所著論創社 歴史と紀行 4/上

79 ＮＨＫ俳句　暦と暮らす　語り継ぎたい季語と知恵 宇多喜代子著 ＮＨＫ出版 日本の文化 4/15

80 図解　伊勢神宮 神宮司庁著 小学館 日本の文化 4/13

81 蓼食う人々 遠藤ケイ著 山と溪谷社 日本の文化 5/1

82 図解入門　最新　都市計画の基本と仕組み 五十畑弘著 秀和システム 現代社会 5/中

83 格差は心を壊す　比較という呪縛 リチャード・ウィルキンソン著/ケイト・ピケット著/川島睦保訳東洋経済新報社 現代社会 4/2

84 問いからはじめる社会運動論 ( 有斐閣ストゥディア ) 濱西栄司著/鈴木彩加著有斐閣 現代社会 5/中

85 追いつめられる海 ( 岩波科学ライブラリー) 井田徹治著 岩波書店 現代社会 4/9

86 アメリカン・プリズン　潜入記者の見た知られざる刑務所ビジネスシェーン・バウアー著/満園真木訳東京創元社 現代社会 4/27

87 地図で見るイタリアハンドブック オーレリアン・デルピルー著/ステファーヌ・ムルラーヌ著/土居佳代子訳原書房 現代社会 4/24

88 アインシュタインの影　ブラックホール撮影成功までの記録 セス・フレッチャー著/渡部潤一監修三省堂 サイエンス 4/17

89 知っておきたい　日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤淳一著/瀬戸口浩彰著創元社 サイエンス 4/13

90 ビジュアル大図鑑　宇宙探査の歴史 ロジャー・Ｄ・ローニアス著/柴田浩一訳東京堂出版 サイエンス 4/27

91 見つけて検索！　日本のカエルフィールドガイド カエル探偵団編/松島野枝著/藤田宏之著/吉川夏彦著/岩井紀子ほか著文一総合出版 サイエンス 4/8

92 森と生きる。　ツキノワグマのすべて 小池伸介著/澤井俊彦写真文一総合出版 サイエンス 4/8

93 いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、３Ｄプリンターで臓器が作れるんだい！？　ザック・ウィーナースミス著/ケリー・ウィーナースミス著/中川泉訳化学同人 テクノロジー 5/上

94 絵でわかるネットワーク 岡嶋裕史著 講談社 テクノロジー 4/2

95 予測学　未来はどこまで見通せるか（仮）( 新潮選書 ) 大平徹著 新潮社 テクノロジー 4/20

96 トコトンやさしい冷凍空調技術の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 日本冷凍空調学会編著日刊工業新聞社 テクノロジー 4/24

97 歌舞伎の１０１演目　解剖図鑑 辻和子文・イラスト エクスナレッジ 芸術・スポーツ 4/22

98 １９６４年の東京パラリンピック　すべての原点となった大会 佐藤次郎著 紀伊國屋書店 芸術・スポーツ 4/21
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99 やきものの教科書　基礎知識から陶芸技法・全国産地情報まで 陶工房編集部編 誠文堂新光社 芸術・スポーツ 4/10

100 もっと知りたいバウハウス 杣田佳穂著 東京美術 芸術・スポーツ 4/7

101 野球　スコアのつけ方　完全マニュアル 日本野球協議会監修/全日本野球協会編ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ 4/16

102 ディック・ブルーナ　“ミッフィー”を生んだ絵本作家 ブルース・イングマン著/ラモーナ・レイヒル著/北川玲訳河出書房新社 ライブラリアン 4/22

103 年齢別　子育てママ＆パパの頼れる絵本１９３ 遠藤裕美著 自由国民社 ライブラリアン 5/中

104 絵本画家　赤羽末吉　スーホの草原にかける虹 赤羽茂乃著 福音館書店 ライブラリアン 4/22

105 こどもたちは　まっている 荒井良二著 亜紀書房 児童読み物 5/中

106 かぞえてみよう　どうぶつスポーツたいかい ヴィルジニー・モルガン文・絵/石津ちひろ訳岩波書店 児童読み物 4/7

107 ぼくの ポーポが　こいを した ( 恋の絵本 ) 村田沙耶香作/米増由香絵/瀧井朝世編岩崎書店 児童読み物 4/8

108 おばけえん 最上一平作/カワダクニコ絵教育画劇 児童読み物 4/21

109 ソラタとヒナタ　おはなしのバトン ( わくわくライブラリー) かんのゆうこ作/くまあやこ絵講談社 児童読み物 4/21

110 ひとは　なくもの みやのすみれ作/やべみつのり絵こぐま社 児童読み物 4/21

111 やたいのおやつ ( たんぽぽえほんシリーズ) ふじもとのりこ作・絵鈴木出版 児童読み物 4/16

112 ぼくは　おじいちゃんの おにいちゃん ( 本はともだち！ ) 堀直子作/田中六大絵ポプラ社 児童読み物 4/14

113 ダンゴムシがやってきた！ くすのきしげのり作/ゆーちみえこ絵アリス館 児童読み物 4/17

114 虫ガール　ほんとうにあったおはなし ソフィア・スペンサー文/マーガレット・マクナマラ文/ケラスコエット絵/福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 4/15

115 ひとりだちする きたきつねのこども ( いきるよろこびシリーズ) 手島圭三郎文・絵 絵本塾出版 児童読み物 4/25

116 もりのかばんやさん ふくざわゆみこ作・絵学研プラス 児童読み物 4/21

117 千両みかん　柳家小三治・落語「千両みかん」より( らくごえほん ) 野村たかあき作・絵/柳家小三治監修教育画劇 児童読み物 4/2

118 おばあちゃんもこどもです（仮） いもとようこ作・絵 金の星社 児童読み物 4/16

119 おばけのジョージー　とびだしたけいとだま ロバート・ブライト作/こみやゆう訳好学社 児童読み物 4/20

120 ぼくと母さんのキャラバン ( 文学の扉 ) 柏葉幸子作/泉雅史絵講談社 児童読み物 4/21

121 ゆりの木荘の子どもたち ( わくわくライブラリー) 富安陽子作/佐竹美保絵講談社 児童読み物 4/13

122 えほん　なぞなぞうた 谷川俊太郎文/あべ弘士絵童話屋 児童読み物 5/中

123 ムーミントロールと小さな竜 ( クラシック・ムーミン絵本) トーベ・ヤンソン原作/セシリア・ダヴィッドソン文/セシリア・ヘイッキラ絵/オスターグレン晴子訳徳間書店 児童読み物 4/16

124 父さんが帰らない町で キース・グレイ作/金子恵絵/野沢佳織訳徳間書店 児童読み物 4/27

125 ごきげんな毎日 ( 文研ブックランド ) いとうみく作/佐藤真紀子絵文研出版 児童読み物 4/24

126 ねずみくんはめいたんてい ( ねずみくんの絵本 ) なかえよしを作/上野紀子絵ポプラ社 児童読み物 4/1

127 かみさまのベビーシッター 廣嶋玲子作/木村いこ絵理論社 児童読み物 4/14

128 すずめのまる ( 鳥のおはなし絵本 ) かんちくたかこ文/箕輪義隆絵アリス館 児童ノンフィクション4/17

129 江戸で花開いた　化政文化 ( ビジュアル入門　江戸時代の文化) 深光富士男著 河出書房新社 児童ノンフィクション4/15

130 京都・大坂で花開いた　元禄文化 ( ビジュアル入門　江戸時代の文化) 深光富士男著 河出書房新社 児童ノンフィクション4/15

131 まほうのおまめ　だいずのたび 松本春野文・絵/辰巳芳子監修文藝春秋 児童ノンフィクション4/16

132 ホントに食べる？　世界をすくう虫のすべて 内山昭一著 文研出版 児童ノンフィクション4/2

133 図解　身近にあふれる「化学」が３時間でわかる本 齋藤勝裕著 明日香出版社 ヤングアダルト 4/21

134 １３歳からの環境問題 「気候正義」の声を上げ始めた若者たち　　　　　　　 志葉玲著 かもがわ出版 ヤングアダルト 4/上

135 あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。( １４歳の世渡り術 ) 吉田尚記著 河出書房新社 ヤングアダルト 4/16

136 樹上の葉　樹上の花 曹文軒著/水野衛子訳樹立社 ヤングアダルト 4/15

137 ビジュアル版　世界の歴史　大年表 定延由紀訳/李聖美訳/中村佐千江訳/井東理子訳創元社 ヤングアダルト 4/2

138 永遠の夏をあとに 雪乃紗衣著 東京創元社 ヤングアダルト 4/17

139 科学ぎらいが好きになる「科学の名著」ＡＩ、ビッグデータ、最先端医学の世界　竹内薫著 徳間書店 ヤングアダルト 5/中

140 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン著/原田勝訳あすなろ書房 ヤングアダルト 4/下

141 図解でわかる　１４歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所著太田出版 ヤングアダルト 4/15

142 ヤング・シャーロック・ホームズ　８　決闘の河 アンドリュー・レーン著/西田佳子訳静山社 ヤングアダルト 4/14

143 月のケーキ ジョーン・エイキン著/三辺律子訳東京創元社 ヤングアダルト 4/8


